
8月31日㈮は市・県民税（普通徴収分）第2期の納期限です。 収納課☎366－7325

雑がみの分別を推進しています！

ごみ分別などの疑問にお答えします！
ごみ減量作戦説明会を随時受付中
　町会・自治会・サークルなどの集まりがあるときに、市職
員が直接お伺いして、ごみ減量作戦について説明します。ま
た、日頃からごみについて疑問に思っていることや、分別の
仕方についてもお答えします。ぜひお申し込みください。
電話で廃棄物対策課☎ 704－2010へ

●今まで何げなく捨てていた紙類が、ほとんどリサイクル
　できることに気付きました。
●紙袋に入れるだけで分別できるので、思っていたより簡
　単でした。
●雑がみの分別を始めたら、驚くほど燃やせるごみが減り
　ました。成果が目に見えるのでやりがいがあります。

実際に雑がみの分別を始めた皆さんの声

　シュレッダーなどで細断した紙も、
飛散しないように紙袋に入れれば
雑がみとして出すことができます。

松戸市ごみ減量作戦
マツドMAXリサイクル実施中！

　「マツドMAXリサイクル」は、将来のごみ処理コストの削減につなげるため、平成29年度から31年度
までの3年間で燃やせるごみを 5,000トン減らすことを目標とした作戦です。
　平成29年度は、市内事業者や市民の皆さんのご協力で、1年間で燃やせるごみが1,640トン減りました。
　正しい分別と皆さんの思いやりで、松戸の未来が変わります。これからもご協力をお願いします。
廃棄物対策課☎704－2010

分ければ資源、混ぜれば
ごみ

　家庭系ごみの分別の他に、会社・店等から
排出される事業系ごみについても減量の取り
組みを行っています。詳細は市ホームページ
をご覧ください。 市ホームページ

　「リサイクルするプラスチック」は商品の容器や包装が対象で、プラの識別マークが
目印です。燃やせるごみに2.1%、その他のプラスチックなどのごみに36.9%ものリサ
イクルするプラスチックが混入していて、その量は年間4,000トンにもなります。
　ごみの焼却量を減らし、リサイクルにつなげるためにも分別にご協力ください。

リサイクルするプラスチックの
分別も推進中！

　台紙・本体・プラスチック製の包装に分けられ、次のよ
うに分別できます。歯ブラシの例

台紙
↓

「雑がみ」

本体
↓

「その他の
プラスチック」

プラスチック製の包装
↓

「リサイクルする
プラスチック」

ワンポイント
●飛散防止のため、ひもで縛るかガムテープでとめる
●中身が確認できるように、密封しない
●紙袋に「ざつがみ」と書く
●紙袋の持ち手が紙以外の場合は取り外す

正しい出し方

●密封されている
●「ざつがみ」と書いていない

間違った出し方

要申込
プラの識別マーク

松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター・
クリンクルちゃん

　「新聞」「雑誌」「ダンボール」「飲料用紙パック」以外のリサイクルできる
紙のことだよ。例えば、お菓子やティッシュペーパーの紙箱、トイレット
ペーパーやラップの芯、はがき、封筒などが「雑がみ」になるんだ。
　「ひもで縛る」「雑誌に挟む」「紙袋に入れる」のいずれかの方法で、「資
源ごみ」の日に出してね。

雑がみって？

雑がみを紙袋で出すときのチェックポイント
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7月は防災行政無線で2件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。ご協力ありがとうございました。
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項目 環境基準（環境上の条件）

二酸化窒素 1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ
以下であること

浮遊粒子状物質 1時間値の 1日平均値が 0.10mg/㎥以下であり、かつ 1時間値が 0.20mg/
㎥以下であること

微小粒子状物質
（PM2.5）

1年平均値が 15μg/㎥以下であり、かつ1日平均値の98%値が 35μg/㎥以
下であること

ベンゼン 年平均値が 3.0μg/㎥以下であること。

9月定例市議会開催予定
市議会事務局議事調査課☎366－7382

請願・陳情提出期限8月22日㈬12時

日程 会議予定
（開議予定時刻=10時） 主な内容

8/31㈮ 招集日・本会議 議案の提案理由説明
9/   3㈪

本会議 一般質問 4㈫
5㈬
 6㈭
7㈮ 一般質問・議案質疑
11㈫ 総務財務常任委員会

議案等の審査12㈬ 健康福祉常任委員会
13㈭ 教育環境常任委員会
14㈮ 建設経済常任委員会
18㈫ 健康福祉分科会

平成29年度決算の審査
19㈬ 教育環境分科会
20㈭ 建設経済分科会
21㈮ 総務財務分科会
26㈬ 決算審査特別委員会
28㈮ 本会議 議案等の採決

市内の平成29年度大気環境測定結果を
お知らせします  問環境保全課☎366－7337

平成29年度測定結果

　　　　　　　　　

測定局名
    
項目 二酸化窒素 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質 (PM2.5) ベンゼン

98%値
（ppm） 適否

2%除外値
（mg/㎥） 適否 年平均値

（μｇ/㎥）
98％値
（μｇ/㎥） 適否

年平均値
（μｇ/㎥） 適否

一般大気
測定局

根本 0.037 適 0.037 適 12.3 30.5 適 1.2 適
五香 0.034 適 0.037 適 ※測定無し ※測定無し ー 1.3 適
二ツ木 0.033 適 0.033 適 ※測定無し ※測定無し ー 1.4 適

自動車
排ガス局 上本郷 0.045 適 0.031 適 16.7 42.7 否 1.6 適

　二酸化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子状物質は、全ての測定
局で環境基準を達成しました。
　光化学オキシダントは、全ての測定局で環境基準未達成で、
松戸市に光化学スモッグ注意報が発令された日は1日でした。
なお、健康被害の報告はありませんでした。
　微小粒子状物質（PM2.5）は、一般大気測定局では環境基
準を達成していますが、自動車排出ガス測定局では環境基準
未達成となっており、今後も監視を継続します。
　また、有害大気汚染物質のベンゼン、ジクロロメタン、トリ
クロロエチレンおよびテトラクロロエチレンは、全ての局で環境
基準を達成しました。
大気汚染物質の発生を抑えるために
●自動車の不要なアイドリングや空ぶかし・急発進・急加速は
　やめましょう。
●野焼き等によるごみの焼却は禁止されています。適正に処
　理しましょう。

要申込
松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ

不妊相談 電話（予約不要） 9/11 ㈫   9:00 ～ 11:30

☎361－2138
来所 9/11 ㈫ 13:30 ～ 15:00

思春期相談 9/10 ㈪ 14:00 ～ 17:00
精神保健福祉相談 9/  6 ㈭ 14:00 ～ 16:00
酒害相談 9/20 ㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ検査
即日検査 9/   4㈫・18㈫各13:30～14:00

☎361－2139夜間検査 9/18 ㈫ 17:30 ～ 18:30
※検査日の1週間前の9時から予約（定員あり）
※梅毒、クラミジア、B型・C型肝炎の検査も可

DV相談 電話（予約不要） ㈪～㈮9:00 ～ 17:00 ☎361－6651来所 原則㈮9:00 ～ 17:00
障がい者
差別相談

電話（予約不要） ㈪㈫㈭㈮9:00 ～ 17:00 ☎361－2346
367－7554来所

　皆さんの身近に「お気に入りの場所」「大事にしたい場所」「と
ても気持ちが安らぐ場所」などはありませんか？そんな場所の
写真にコメントを添えてご紹介ください。
11月1日㈭から11月30日㈮の間に、写真〔プリント（A4サイ
ズまで）またはデジタルデータ（5MBまで）〕・住所・氏名・電話
番号・題名・撮影場所・その写真を選んだ理由（100文字程度
のコメント）を郵送またはEメールで〒271－8588松戸市役所
都市計画課景観・指導班、  mctoshikeikaku@city.matsudo.
chiba.jp（☎366－7372）へ
※応募は1人3点まで。応募作品は返却できません。
※応募作品は、広く皆さんにご覧いただけるよう、市の関係施
設やイベントでの
展示、ホームペー
ジによる紹介など
を予定しています。
※個人情報および
写真は、景観に関す
る業務以外には使
用しません。

あなたのお気に入りの景観を
教えてください

平成30年度『私が好きな松戸の景観スポット』
写真・コメント募集

  植田昇さん
「矢切の田園風景」
（平成29年度）

介護情報をインターネットで調べられます！

介護について相談できる窓口を探せます

ケアマネジャーや
介護施設など、介
護サービスの事業
者を探せます

体操教室やサロン
など、地域で行わ
れている高齢者向
けのサービスを探
せます

ケアマネジャーと
ショートステイの
空き状況や、利用
できる事業者を探
せます

訪問診療ができる
医療機関や、訪問
して薬を管理する
ことができる薬局
などを探せます

　松戸市　介護情報　検索 検索

市ホームページ

　市内の在宅医療や介護サービスの情報を探すことができます。8月15日に掲載情報を
更新しました。さらに充実したシステムをご活用ください。

※検索システムの利用方法は、市ホームページをご覧ください
問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

松戸市在宅医療・介護事業者情報検索システム

防災行政無線を使った
全国一斉情報伝達訓練 問危機管理課

　☎366－7309

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

-A
ア ラ ー ト

LERT）を通じて送られてくる国からの緊急情報を、防災
行政無線で放送する訓練です。
J-ALERTとは 地震や津波、武力攻撃などの際に、国から各自治体へ緊急情報を伝達す
るシステムです。

8月29日㈬11時



なお、情報提供は最寄りの交番または警察署へお願いします。　問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343
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「松戸モリヒロフェスタ～おいしい・たの
しい・おしゃんてぃ～」の出店者を募集
11/23㈷～25㈰〔荒天中止〕 21世

紀の森と広場募集内容市内のキッチンカ
ー・飲食店、物販出店者　※詳細は、市
ホームページで 申込期限 8/24㈮ 同イ
ベント実行委員会事務局（同広場パーク
センター内）☎345－8900

平成30年度マンション耐震診断費補助
金交付申請の受け付けは9/28㈮まで
　申請を考えている人は、耐震診断の
契約前に建築指導課にお問い合わせく
ださい 同課☎366－7368

「風の丘子育て支援センター」を開設
　就学前までの子と保護者が安心して
楽しく過ごせる施設です。電話・来所・
インターネットでの子育て相談も行っ
ています開催日時 月曜～金曜
10時～15時 所在地 大橋300
の1（風の丘こども園内） 同
センター☎375－8447

都市計画生産緑地地区の変更案の縦覧
縦覧期間 8/29㈬までの各8時30分～17
時（平日のみ）縦覧場所みどりと花の課
同課保全班☎366－7378

一般国道464号北千葉道路（市川市～船
橋市）の環境影響評価方法書の縦覧と説
明会
●縦覧 9/13㈭までの各9時～17時
（平日のみ）縦覧場所 市都市計画課意見書
の提出方法 9/27㈭までに県都市計画課
へ 市都市計画課☎366－7372
●説明会 8/26㈰14時から（13時30分
開場） 東部市民センター 県都市計

画課☎043－223－3376　※詳細は、
県ホームページをご覧ください

8/18㈯10時からの松戸都市計画特定
街区の変更に関する公聴会は、公述申
出がなかったため中止します
都市計画課☎366－7372

平成31年度総合医療センター附属看
護専門学校看護学生（看護科3年課程）
募集
受付日時 12/3㈪～ 21㈮各8時30分～
17時（平日のみ）一次試験日 H31/1/12
㈯受験資格大学に入学する資格がある
人募集人数 40人　※入学案内販売中
同校☎367－4444

8/30㈭～9/5㈬は建築物防災週間です
　老人ホーム・ホテル・店舗・遊戯施設
等の不特定多数の人が出入りする建築
物を対象に、防災査察を行います 建
築指導課防災班☎366－7368

自宅に未登録の象牙はありませんか？
　未登録の象牙を売却・譲渡するのは違
法です（相続を除く）。未登録の象牙をお
持ちの人は、ご連絡ください　※全形を
保持した象牙のみが対象。印鑑やアクセ
サリーなど象牙製品は対象外 象牙在庫
把握キャンペーン事務局（環境省）☎03
－6659－4660（平日10時～17時）

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程
度認定試験
願書受付期間 8/20㈪～9/7㈮〔消印有
効〕対象 病気等やむを得ない事由で中
学校等を卒業しなかった人　※詳細は
お問い合わせください 県教育庁教育
振興部学習指導課学力向上室☎043－
223－4056

お知らせ 講座・講演・催し
千葉県産酒フェア「千葉の“ひやおろし”」
8/25㈯・26㈰各11時～18時 松戸

観光案内所（松戸駅下車） （一社）松戸
市観光協会☎703－1100 

明市民センターの催し①キッズヒップ
ホップ②ピラティス③ハタヨガ
①8/27㈪ 9時30分～10時30分（初

級）10時45分～11時45分（中級）②8/29
㈬9時30分～10時30分③8/29㈬10時
45分～11時45分 同センター ①幼
稚園児・小学生 各先着30人 各500
円 電話で同センター☎368－6700へ

福祉のしごと 合同面接会
8/30㈭13時30分～16時（13時15分

開場） ハローワーク松戸　※年齢・資
格・経験不問、事前申し込み不要、履
歴書等の持ち物不要 ハローワーク松
戸福祉人材コーナー☎367－8609（部
門コード42#）

松戸子育てカレッジ「子育て広場　おや
こで“ゆるりん”」
9/3㈪・7㈮・14㈮・21㈮・28㈮各

10時～12時　※9/28㈮11時～11時
30分は、講座「いっしょにあそぼう」を
開催 聖徳大学10号館 2歳までの子
と保護者 各100円 子育て支援課☎
366－7347

松戸市戦没者追悼式
9/8㈯14時～15時30分 市民会館
地域福祉課☎366－3019

小中学校理科作品展
9/13㈭～16㈰各10時～18時 文化
ホール 市立小・中学校から選出され

た科学論文と科学工夫工作を展示 指
導課☎366－7458

女性活躍推進講座「自分の可能性を見つ
けよう」〔全2回〕
9/20㈭・27㈭各10時～12時 ゆう

まつど 自分と向き合って自分を知ろ
う、自分と社会とのつながりを見つけ
よう NPO子どもの環境を守る会Jワ
ールド理事長・三浦輝江氏 市内在住・
在勤の女性 先着30人 電話・FAXま
たは申し込みフォームに住所・氏名・電
話番号・一時預かり（ 6カ月～
小学2年生、先着8人）希望の
有無を記入して、男女共同参
画課☎364－8778、 364
－7888へ

空き家に関する講演会・個別相談会
●講演会 9/29㈯13時30分～15時25
分（12時30分開場） ①空き家解消に向
けた事業者の役割②空き家問題とその
対応の概要 ①（一社）千葉県宅地建物
取引業協会・豊島利治氏②千葉司法書士
会・丹修三氏 先着100人
●個別相談会 9/29㈯15時40分～16
時45分 宅建協会相談員による不動産
相談、司法書士会相談員による法律相
談 各先着20人
共通 小金市民センター 空き家を所
有しているまたは今後所有する可能性
がある人 電話で住宅政策課空家活用
推進室☎366－7366へ

松戸地域職業訓練センター講座
Word・Exce l・PowerPo in t・

Access等のパソコン講座 各先着10
人 各12,000円（会員各10,000円）
費用を添えて直接同センター（小金原1
の19の3、☎349－3200）へ

勤労会館ふれあい教室

時間 19時～20時30分　会場勤労会館　対象市内在住・在勤の勤労者およ
び就職を希望する人　持ち物①③筆記用具②運動できる服装・飲み物・ヨ
ガマット
 8月25日㈯〔必着〕までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電
話番号・性別・現在の就労の有無・講座名・返信用宛名を記入して、〒271
－0077松戸市根本 8の11　勤労会館（☎365－9666）へ

講座名 日程 定員（抽選） 費用

① アロマでリフレッシュ
〔全 8回〕

  9/12㈬・19㈬、
10/ 3 ㈬・10㈬・24㈬、
11/　7㈬・21㈬・28㈬

20人 2,000円

② ヨガでリフレッシュ
〔全 9回〕 10/3～11/28の㈬ 20人 無料

③
職場でも、家庭でも役立
つコミュニケーション
〔全10回〕

9/12～11/14の㈬ 15人 無料

講座 日時 講師
市民自主企画講座
『諸国百物語』を楽しもう！
〔全3回〕

9/11㈫・18㈫・25㈫
各13:30～15:30

聖徳大学非常勤講師・
塚野晶子氏

成人講座
小さな朗読講座
〔全 3回〕

9/7㈮・14㈮・21㈮
各10:30～12:30 朗読講師・須藤美智子氏

生涯学習講座のご案内 要申込

会場文化ホール　定員各30人（抽選）　費用無料
8月22日㈬〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講座名・

郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・返信用宛名を記入
して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階
生涯学習推進課（☎367－7810）へ　
※往復はがき1枚、申し込みフォーム1件につき1　講座（本人のみ）
　の申し込み。連名での申し込みはできません。　
※定員に満たない場合は、8月23日㈭から電話で受け付け。 申し込みフォーム

市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。 は協働事業です。
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板

9月

●常盤平児童福祉館☎387－3320
改修工事のため、9月2日㈰から12月末まで休館
します。
●移動児童館☎387－3320
あそぼう会青少年会館樋野口分館 4日㈫・11日㈫各
15時～ 17時　柿ノ木台公園体育館水曜15時15
分～17時　運動公園会議室 6日㈭・27日㈭各15
時～17時　稔台市民センター金曜15時～17時　
内容プラバン工作、きりがみアート、レクゲー
ム大会、ドミノ大会　対象小学生
わくわく広場 運動公園会議室 6日㈭・27日㈭各10
時30分～11時50分　稔台市民センター金曜10時
30分～11時50分　内容体操・手遊び他　対象
乳幼児と保護者

●根木内こども館☎315－2985
親子でパン作り教室1日㈯10時～12時　対象小
学生以上の子と保護者　定員先着4組（要申込）
ぞうさんのしっぽ4日㈫11時～11時30分　
内容歌と絵本　対象乳幼児と保護者
わらべうたの会7日㈮11時～11時45分　対象
乳幼児と保護者
パティシエ教室8日㈯・22日㈯各10時～12時
内容ケーキ作り　対象小学4年生以上（要申込）
ひょうたんの会11日㈫11時15分～12時　内容
手遊びとお話　対象乳幼児と保護者
音楽であそぼう！12日㈬10時～11時　内容リ
トミック　対象乳幼児と保護者（要申込）
おはなしあっぷっぷ14日㈮11時～11時30分
内容パネルシアター　対象乳幼児と保護者
工作くらぶ22日㈯13時～15時　内容クリニカル
アート　対象小学生以上　定員先着10人（要申込）

絵本はじめのいーっぽ28日㈮11時20分～12時
内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児と保護者
●野菊野こども館☎331－1144
おやこDE広場①5日㈬10時30分～11時30分②
14日㈮11時30分～12時　内容①あかちゃん♥
たいむ②絵本の読み聞かせ、手遊び　対象①1
歳6カ月までの子と保護者②乳幼児と保護者（①
は要申込）
中高生タイム水・金曜17時～18時、土曜（1日
を除く）17時～20時　内容フリータイム（15日
㈯は、のぎクッキング）　対象中学・高校生
のぎっこひろば16日㈰13時30分～15時　内容
公園で遊ぼう！　対象幼児と保護者、小学生
●森のこども館☎331－1144
　（21世紀の森と広場内森の工芸館）
1日㈯・2日㈰各10時～16時　内容森の中であ
そぼう　対象18歳以下

（無料）

インターネット
育児相談

申し込み
フォーム



夜空の下で、色めき弾ける夏の音
8月25日㈯
　普段は入れない夜の21世紀の森と広場で、夏の終わりの余韻に浸りませ
んか？ヒーリングミュージックなどの生演奏で心地よい時間を提供します。
会場同広場内光と風の広場（雨天の場合は広場の橋の下に変更）
※当日の入口は中央口のみ、駐車場は東駐車場のみです。
夏夜テラス（飲食販売）18時～ 20時
BGM演奏18時～18時50分
演奏会19時10分～20時
出演者星野沙織氏（ヴァイオリン）・
I
イ サ オ

SAO氏（ギター）・石丸トモキ氏
（ベース）・菜

な

摘
つ み

氏（ドラム）・藤岡
久瑠実氏（キーボード）
同広場管理事務所☎345－8900

21世紀の森と広場ドコでもシアター

　

沖本美保
作品展

“心あたたまるもの”

沖本美保
作品展

“心あたたまるもの”
　思い出の風景や静物を描いた作品
を展示します。
日時8月21日㈫～10月21日㈰各9時
～22時　※月曜休館（祝日の場合は
開館し、翌日休館）　会場森のホー
ル21エントランスホール　費用無料
社会教育課美術館準備室

　☎366－7463『香るしらゆり』　2010年

平成31年松戸市成人式（平成31年1月14日㈷開催）は、午前・午後の二部制（原則として住所地の中学校区別）になります。　問社会教育課☎366－7462

共通これらのコラボイベントは、市と中心市街地緊急活性化実行委員会の共催イベントです。
同実行委員会事務局〔（一社）松戸市観光協会〕☎703－1100

♬♪ ♪♪ ♭♩ ♬ ♬
9月8日㈯13時30分から（1時間程度）
会場古民家「旧齋藤邸」（紙敷588）　※駐車場はありません。公共交通機関を
ご利用ください。
内容アンサンブル（赤とんぼ、この道、
からたちの花、落

か ら ま つ

葉松他）
演奏田村紗

さ

梨
り

緒
お

氏・鷲津美帆氏（ソプ
ラノ）、森嶋奏

か な

帆
ほ

氏（ピアノ）
定員先着40人
持ち物飲み物、虫よけスプレー
費用無料
電話で社会教育課☎366－7462へ

要申込

古民家「旧齋藤邸」
季節のミニコンサート
～故

ふ る さ と

郷懐かし秋のうた～

8月25日㈯・26日㈰各13時～21時（26日は20時まで）

ステージイベント
大道芸、民謡、フラダンス、ベリーダンスなど楽しいイ
ベントが盛りだくさん。1日目にはメンズアイドル・ラ
イブ・ステージも予定！

盆踊り（25日㈯18時から26日㈰17時から）
地域の人たちや留学生、全国から集結するコスプレイ
ヤーの皆さんと一緒に踊りましょう！

屋台
地元のおいしいお店が集合！市内の有名店も登場します。

2018 
松戸ラストサマーフェス

&盆踊り
　あの大人気ゲーム「太鼓の達人」と市がコラボ！同ゲームのテーマで装飾された松戸駅周辺で、
謎解き街歩きイベントを開催します。夏休みの思い出づくりに、ぜひご参加ください！
会場松戸駅周辺　内容松戸駅周辺の随所に設置されたヒントや問題パネルを見つけて謎を解き、
ゴールを目指そう！　持ち物謎解き用紙　※松戸観光案内所、プラーレ松戸、namco松戸店、
公共施設等で配布中。イベント当日は下記のバンダイナムコエンターテインメントブースでも配
布します。

松戸市制施行75周年記念
夏まつど 謎解き街歩き ～伝説の太鼓を探せ～
8月25日㈯・26日㈰各13時～18時〔雨天決行、荒天中止〕

ⓒBANDAI NAMCO Entertainment Inc.

　松戸駅東口デッキが、約1週間「太鼓の達人」公
式キャラクターの「どんちゃん」「かっちゃん」のイラ
スト等で装飾されます。
また、松戸駅西口デッキ
ステージには、同キャラ
クターたちと写真が撮れ
るフォトスポットも！

松戸駅前が「太鼓の達人」一色に！
8月17日㈮～26日㈰

会場松戸中央公園
〔雨天決行、荒天中止〕

松戸まちづくり会議2018松戸ラストサマーフェス&
　盆踊り実行委員会☎080－1023－0471、文化観光
　国際課☎366－7327

会場松戸中央公園　
内容「太鼓の達人」プレイ
コーナー、的当てゲーム等

「松戸ラストサマーフェス＆盆踊り」
にバンダイナムコエンターテイン
メントブース出現！
8月25日㈯・26日㈰ 各13時～21時
（26日は20時まで）
〔雨天決行、荒天中止〕

　自然の恵みを味わいながらパートナーを探してみませんか？今回は市内
農家の若手が集まる松戸農業青少年クラブ（4Hクラブ）とのコラボ企画。サ
ツマイモの収穫体験と、採れたて夏野菜を使用したカレーパーティーで交流
しましょう！
日時9月23日㈷9時15分市役所駐車場入口前集合、15時解散　
対象20歳から37歳までの、農作物に興味がある独身の人　
定員男女各先着13人　
費用男性2,000円、女性1,000円
8月31日㈮までに、FAXまたはEメールに件名「畑婚第

5回収穫体験ツアー」・住所・氏名・年齢・（生年月日）・電
話番号・職業・プロフィール（趣味等）を記入して、NPO
クリエイティブまつど工房 713－0530、  eno55@ebony.plala.or.jp
（☎090－8946－9554）へ

参加者募集 要申込

～収穫体験ツアー～畑婚！

●広報まつど　2018年（平成 30年）8月15日
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松戸みどりと花の基金あさがお展
　変化あさがおを含む、数十
点のあさがおを展示します。
日時8月17日㈮～21日㈫各
8時30分～11時　
会場金ケ作育

い く

苗
びょう

圃
ほ

（金ケ作
246）
同基金☎710－2851

8月24日㈮18時～21時
前夜祭（ジャズフェスティバル）

8月25日㈯15時～21時
音楽パレード、吹奏楽、阿波踊り

8月26日㈰16時～21時
小金サンバ、さんさん音頭コンテスト、盆踊り
※まつりの時間中は、周辺道路で交通規制を
行う他、バス・タクシー乗り場が変更となります。
同まつり実行委員会・嶋根☎341－0840

佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・
オーケストラ演奏会2018
費用（全席指定）  S席6,500円  A席5,500円  B席3,500円

松戸市制施行75周年記念・森のホール21開館25周年記念事業

レナード・バーンスタイン生誕100年記念

昨年の懇親会の様子

変化あさがお

　

　市内の歌自慢が集う「素人のど自慢大会」の地区予選会を開催します。
各地区予選会上位者は、10月7日㈰に開催される「松戸まつりイン2018
素人のど自慢決勝大会」に出場できます。

対象市内の各地区に在住・在勤・在学の人（複数地区への参加不可）　　
費用無料  
8月31日㈮までに、電話で各地区の申し込み先へ　
松戸市商店会連合会事務局（松戸商工会議所内）☎364－3111

部門 地区 日時 会場 申し込み先

歌謡

本庁 9/9㈰
13:00から 松戸商工会議所 山崎商店

☎ 362－2494

八柱 9/15㈯
12:00から

森のホール21
（小ホール）

㈲リコー書店
☎ 385－6300

小金 9/9㈰
13:00から 小金原市民センター

小金原中央商店街事務局
☎ 341－4777
（平日 10時～16時）

栄町 9/16㈰
13:00から 古ケ崎市民センター 寝装品専門店ミツオカ

☎ 363－6326

常盤平 9/9㈰
12:00から 常盤平市民センター ㈱シブヤ楽器

☎ 387－1566

馬橋 9/9㈰
13:00から 馬橋市民センター 熊谷青果店

☎ 343－6638

矢切 9/9㈰
13:00から

二十世紀が丘市民セ
ンター

㈲シノミヤホームテック
☎ 368－5544

民謡 市内全域 9/9㈰
10:00から 常盤平市民センター ㈱シブヤ楽器

☎ 387－1566
ジュ
ニア

市内全域 
( 中学生以下）

9/15㈯
11:00から

森のホール 21
（小ホール）

㈲リコー書店
☎ 385－6300

小金宿まつり 会場JR北小金駅南口広場他

祝 松戸市制施行75周年 松戸まつりイン2018
商連50周年記念
素人のど自慢大会

　今年も小金の街おこしとして、小金宿まつ
りが開催されます。駅前広場では、各種イベ
ントとたくさんの出店が皆さんをお待ちして
います。

バスケットアレンジ
9月5日㈬10時～11時30分
講師アトリエAYA・くらちあや氏
定員先着12人　持ち物はさみ　
費用1,900円

ラベンダーの壁飾り
9月11日㈫10時～11時30分
講師松戸ハーブボランティア・廻

え

神
がみ

千恵子氏　定員先着12人　持ち物
裁縫道具　費用500円

東松戸ゆいの花公園の講座 要申込

チケット
販売中

さまざまな国籍の大使と交流でき、
百花繚

り ょ う

乱の民族衣装を見るチャンス！
まつど国際文化大使委嘱式＆
ふれあいティーパーティー参加者募集 要申込

要申込

　世界的指揮者・佐
さ

渡
ど

裕
ゆたか

氏による極上の演奏を聴いて、素
す

敵
て き

なクリスマス
を過ごしませんか？ヴォーカルのスペシャルゲストや演奏曲目等の詳細は
近日森のホール21ホームページ等で発表します。
日時12月24日㉁14時30分開演
会場森のホール21大ホール　※駐車場は大変混雑します。公共交通機関を
ご利用ください。
出演者佐渡裕氏（指揮）、シエナ・ウインド・オーケストラ
※ヴォーカルにスペシャルゲストを予定。
森のホール21チケットセンター☎384－3331

  （受付時間10時～19時、月曜除く） 森のホール21
ホームページ

共通会場同公園マグノリアハウス
電話で同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ

　講座や踊りなどさまざま
な形で自国の文化を紹介す
る「まつど国際文化大使」
に、今年選ばれた各国出身
の29人の大使を紹介しま
す。軽食付きの懇親会も開
催しますので、気軽にご参
加ください。
日時9月2日㈰13時30分～
15時30分　
会場市民会館　
定員先着50人　
費用500円（中学生以下無
料）
電話で（公財）松戸市国際

交流協会☎366－7310へ

地区予選会
参加者募集

ⒸHikaru.☆
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開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）　
入館料…共通券一般320円など、個
別券一般250円など
◆夏季展「フォトグラファー　
徳川昭武」
9/24㉁まで

21世紀の森と広場内
博物館
〒270－2252 松戸市千駄堀671
☎384－8181

以下の人は、博物館と戸定歴史館は観覧無料●中学生以下 ●市内在住の70歳以上（博物館のみ）●身体障害
者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人とその人1人につき付き添いの人1人

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）、くん蒸期間、年末年始
常設展観覧料…一般300円、高校・大
学生150円（20人以上団体料金あり）
※障がい者専用以外の駐車場はあり
ません。21世紀の森と広場の有料駐
車場をご利用ください。
◆中学生・高校生「縄文土器に
挑戦b

バ イ

y d
ド ロ ー イ ン グ

rawing」作品展
8/19㈰まで9:30～17:00
会場企画展示室入口ロビー　
費用無料
◆松戸市制施行75周年記念展
「松戸ゆかりの美術展～その潜
在力～」
9/2㈰まで9:30～17:00
会場企画展示室　費用記念展観
覧券が必要
◆特別展「ガンダーラ～仏教文
化の姿と形～」
9/22 ㈯～11/25 ㈰
会場企画展示室　費用特別展観

パークセンター
☎345－8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。電話でパークセ
ンターへ（9:00～17:00）

覧券が必要
◆特別展館長講演会「ガンダー
ラの仏教美術～当館コレクショ
ンを中心に～」
9/30㈰ 13:00～ 15:00
会場講堂　講師同館館長・望月
幹夫　定員 80人（抽選）　費用
無料　 9/13 ㈭〔必着〕までに、
往復はがき（1人1枚）に郵便番
号・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・返信用宛名を記入して、
「9/30館長講演会」係へ
◆特別展記念講演会「仏像のい
ないガンダーラ美術」
10/7㈰13:00～15:00
会場森のホール21レセプション
ホール　講師九州国立博物館学
芸部長・小泉惠

よし

英
ひで

氏　定員150人
（抽選）　費用無料　 9/19 ㈬
〔必着〕までに、往復はがき（1人
1枚）に郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・返信用
宛名を記入して、「10/7記念講
演会」係へ
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受け付け（常設展観覧券が
必要）

開館時間…9:00～16:30
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※みどりの相談室は、水・土・日曜と祝
日の10:00～12:00と13:00～15:30
（電話相談あり）。
※バーベキューのお問い合わせは、☎
385－1815へ。
◆秋冬野菜の育て方
9/1㈯10:00 ～12:00
講師みどりの相談員・橋本倉

くら

司
じ

氏　定員先着70人　費用無料
◆イメージで捉える !? 植物の
見分け方講座
9/2 ㈰10:00 ～11:30
講師自然解説員・畑川芳

よし

弥
や

氏　
定員先着15人　費用無料
◆観葉植物等を使った秋のハ
ンギング
9/9㈰10:00～12:00
講師グリーンアドバイザー・福
岡美津江氏　定員先着15人　
費用 2,200円
◆播

ま

いてみよう草花の種子を！
9/15㈯13:30～15:00
講師みどりの相談員・秋元満

みつ

司
じ

氏　定員先着24人　費用500円
◆めざせ、こんちゅうマスター！
～秋の昆虫観察会～
9/16㈰10:00～11:30
講師自然解説員・高

たか

保
ほ

純
じゅん

樹
き

氏　
定員先着25人　費用無料
◆バードウオッチング～秋の渡
りの小鳥たち～
9/30㈰10:00～11:30
講師自然解説員・今村裕之氏　
定員先着25人　費用無料

戸定歴史館
☎362－2050

開館時間…10:00～18:00
（初日と最終日は公開時間が変更にな
る場合があります）
休館日…月曜
◆レンガの会36回展（絵画）
8/21㈫～26㈰
阿部☎362－6576

◆グループM（絵画）
9/4㈫～9㈰
前田☎341－5578

◆梨
り

雲
うん

書展
9/7㈮～9㈰
横山☎369－5001

◆松戸市小中学校理科作品展
9/13㈭～16㈰
指導課☎366－7458

文化ホールギャラリー
☎367－7810

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みのないものは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。

●インディアカ教室
9/1㈯19:00～21:00　会場
大橋小学校体育館　持ち物上履
き　 佐藤☎ 080－5084－
7077
●ソフトバレーボール教室
9/2 ㈰ 9 :00～11:00　会場
常盤平体育館　 浅野☎090－
4012－7686
●グラウンド・ゴルフ教室
9/2 ㈰ 9 :00～12:00　会場
東漸寺本堂裏広場（駐車場使用
不可）　定員先着50人　 堀☎
344－1735
●ソフトバレーボール大会
9/9 ㈰ 9 :00～15:00　会場
柿ノ木台公園体育館　費用1
チーム（4人以上）1,500円　
9/2 ㈰までに、電話で坂平☎
366－3432へ運動公園

☎363－9241

◆ヨガ教室①やさしいヨガ②
パワーヨガ
8/20 ㈪、9/3 ㈪・10㈪ ①各

◆博物館ミュージアムシアター
会場講堂　定員各回先着80人（申込不要）　費用無料　

上映開始時間 内容

ミュージアムシアター
（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝日）15:15

8
月
〈ＮＨＫスペシャル ドキュメント太平洋戦
争 第４集〉「責任なき戦場～ビルマ・イン
パール～」〈50分〉

9
月
〈珠玉の仏教美術 5〉「仏教伝来と聖徳
太子～飛鳥・白鳳時代～」〈45分〉

午前11時の名画座
11:00

8
月
「遊び場のない子どもたち」〈昭和30年
代の日本・家族の生活 都会の子どもた
ち編〉  〈37分〉

9
月
「田の神に語る～奥能登の農の心～」
〈ふるさとの伝承 10〉〈40分〉

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※9/30㈰を除く

8
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ばなし〉
「七羽の白鳥」他2話〈約25分〉
9
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ばなし〉
「尻鳴りべら」他2話〈約25分〉

　夏の気温は昔に比べて高くなっています。熱
帯夜も増えており、家で過ごすことの多い高齢
者は特に注意が必要です。屋外スポーツによる
熱中症は若い世代に多く、対応も早いため治療
による回復が早いのに対して、室内で起こる熱
中症は高齢者に多く、対応が遅れることで重症
化しやすい傾向があります。入院が必要になる
重症例の4割は室内で起こっています。高齢者
の熱中症には、いくつかの落とし穴が潜んでい
ます。
①熱中症になっていると気が付かない！
　めまい・立ちくらみ・気分が悪い・足がつる
などの初期症状は、暑さによる疲れや夏風邪と
思って見過ごされがちです。自宅で一人でいる
ことが多いと、体調の変化に気付かないことも
あります。そのまま悪化すると、入院が必要な
ほどの重症になります。
対策体調が悪くなったら、涼しい場所に移動
して水分補給を！それでも体調が優れないとき
は、家族・知人等に連絡してください。危険を
感じたときは救急車を呼ぶことも必要です。
②喉の渇きを感じにくい！
　高齢になると喉の渇きや暑さを感じにくくな
ります。心臓の負担を考えて水分をなるべく取
らないようにしている人や、夜中のトイレが心

高齢者の熱中症に注意を！
～落とし穴に気を付けて～

あなたの健康 402

「野菜の日」イベント
“野菜と友だちになろう！”　
　8月31日は8

ヤ

3
サ

1
イ

の日です。野菜と友だちになっ
て、毎日を元気に過ごしましょう。
日時 8月31日㈮10時～16時　会場プラーレ松
戸2階イベントブース　内容野菜計量体験「野菜
350グラムを当てよう！」、はてなボックス「箱の
中身はなぁに？」（参加賞あり）
中央保健福祉センター☎366－7489

ウオーキングで
認知症予防教室　
①9月6日㈭②27日㈭③10月11日㈭各14時～
16時　会場勤労会館　内容①②認知症につい
て（講義）③ウオーキング　定員各先着25人（全
日程参加できる人優先）　費用無料
電話で明第1高齢者いきいき安心センター
☎700－5881へ

まつど健康マイレージ付与…

要申込

配で寝る前の水分補給を避ける人も多く見られ
ます。
対策水やお茶などでこまめに水分補給をしま
しょう。入浴前後・寝る前・起床時にも水分を
取りましょう。
③エアコンが嫌い！
　特に女性はエアコン（クーラー）が嫌いな人
が多く、室内の温度が高いままになっているこ
とがあります。「昔はエアコンがなくても平気
だった」「窓を開けていれば風が通るから大丈
夫」と言う方もいますが、残念ながら日本の気
候は昔と大きく変わってしまいました。自宅の
室内環境も年々変化しています。
対策エアコンや扇風機などを上手に使ってくだ
さい。自分の感覚に頼らず、温度計などを見な
がら室内を涼しく保ちましょう。

　熱中症は迅速に対処することで重症化が防げ
ます。体調が悪いときは、遠慮せず近くの人に
相談しましょう。市民の皆さんも、暑いときに
しゃがみこんでいたり、ふらついたりしている
高齢者がいたら、熱中症を疑って声を掛けてあ
げてください。

松戸市医師会
 http://www.matsudo-med.or.jp/

松戸駅西口駅前広場にエレベーターが新設されたことに伴い、アトレ松戸店内エレベーターの早朝の運転時間を

野菜は 1日350グラム
　　　　食べましょう
野菜は 1日350グラム
　　　　食べましょう

野菜料理プラス1運動
（健康松戸21Ⅲ「栄養・食生活」より）

夏休みの工作教室
　水鉄砲や竹とんぼなどを作って、
公園で遊ぼう！
日時8月24日㈮10時～12時　
会場根木内歴史公園　費用無料
当日会場で
根っ子の会・三嶋☎080－2331－4228

10:00～10:50 ② 各11:00 ～
11:50　会場武道館　対象18
歳以上　定員各先着20人　
持ち物上履き　費用1回500円
当日会場で

協働 作教室作教室

4228
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◆稔台フレンド寄席
①8/18㈯② 9/15㈯各19時から

オオイ文化センター（新京成みのり台駅
下車）出演落語家①立

たて

川
かわ

幸
こう

七
しち

氏②三
さん

遊
ゆう

亭
てい

金
きん

かん氏 各200円 稔台フレンドク
ラブ・小林☎367－6579
◆企業活性化相談
8/22㈬、9/26㈬各14時～18時 勤

労会館 市内中小企業の経営者 電話
で千葉県能率総合研究所相談事務局（㈱
ティーシーイーエム内）☎047－481－
8531へ
●フリーコンサート in松戸2018
8/25㈯ 12時30分～16時 市民劇

場 クラシックギターの独奏・重奏、管
弦楽器による室内楽 松戸ギタークラブ・
永松☎342－3825
◆矢切で田んぼ稲刈り体験
9/1㈯10時～13時 坂川親水広場隣

の水田 先着50人 1,000円（小学生
500円） FAXで矢切耕地を未来へつ
なぐ会準備会・増田 361－2557へ
●スローフォックストロット・ルンバ講
習会〔全3回〕
9/1㈯・8 ㈯・15 ㈯ 各13時～15時
八ケ崎市民センター JCFスタンダー

ド・ラテンA級・安部邦
くに

臣
おみ

氏 中級者

4,000円 電話で八ケ崎ダンスサーク
ル・大場☎080－1579－4358（昼間
のみ）へ
●守谷市内ハイキングとビール工場見学
（歩行距離約8㎞）
9/2㈰ 8時松戸駅東西連絡通路集合、

15時30分つくばエクスプレス守谷駅解
散 飲み物・弁当 400円（別途交通
費） 当日会場で 松戸歩こう会・出

いず

原
はら

☎386－5611（昼間のみ）
◆足・腰・股関節体操体験会
9/2 ㈰・16 ㈰各13 時～14 時30分
市民会館 各先着10人 各500円
電話で股関節柔軟体操会・長谷部☎

090－8565－1290へ
●子育て相談をよりよく聴くための講座
〔各全12回〕
9月以降の①第1・3㈰14時～16時

②第1・3㈮10時～12時 向
むかい

新
にい

橋
ばし

青年
館（東松戸駅下車） 子育てアドバイザー・
永瀬春美氏 各先着20人 各10,000円
電話でNPO子育てひろばほわほわ☎

080－6641－0239（昼間のみ）へ
●大勢の前でスピーチが上手になる話
し方コース〔①全4回②全6回〕
①9/3㈪・10㈪、10/15㈪・29㈪各

13時 30分～15時 30分②9/4㈫・11

このコーナーは市民団体等からのお知らせです（●マークは社会教育関係団体、 マークは市民活動助成事業です）
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（ …入会金）※記載がないものは無料　 …申し込み先　 …問い合わせ先

㈫、10/2 ㈫・16㈫・23㈫・30㈫ 各18
時45分～20時45分 ①勤労会館②市
民劇場 筆記用具 ①4,000円②6,000
円 電話でHR松戸話し方研究会・眞

さな

田
だ

☎090－7946－1877へ
●タンゴ・チャチャチャ講習会〔全3回〕
9/6㈭・13 ㈭・20㈭各19時～21時
稔台市民センター JDCスタンダー

ド A級・田原健二氏 中級者 4,000
円 電話でクルミダンス・大場☎080
－1579－4358（昼間のみ）へ
●秋季市民ソフトボール大会
9/9～ 30の㈰〔予備日10/14㈰〕8

時 30 分から（9/9 のみ 9時から）
古ケ崎河川敷ソフトボール場他 クラ
ス別トーナメント 市内在住・在勤者で
編成されたチーム 一般男子1チーム
11,000円、一般女子1チーム8,000円
8/25㈯ 18時30分から、運動公園武

道館会議室で行う代表者会議で 松戸
市ソフトボール協会・鈴木☎345－7912
◆敬老の日記念親子3代ご招待ボウリ
ング大会
9/17㈷ 10時受け付け ときわ平ボ

ウリングセンター（新京成常盤平駅下車）
65歳以上を含む親子3代チーム 市

内在住・在勤 先着22チーム 8/26

㈰14時までに、電話で同大会実行委員会・
岩田☎364－6657へ
●松戸市レディース卓球大会
9/19㈬ 9時～17時 運動公園体育

館 ランク別トリプル団体戦 市内在
住・在勤の女性 1人800円 9/6㈭
までに、電話で松戸市レディース卓球連
盟・組

くみ

田
た

☎346－4491へ
●秋季クラブ対抗ソフトテニス大会
9/23㈷ 8時10分受け付け 栗ケ沢

公園庭球場 3組1チームで男女1～3
部 市内在住・在勤・在学・在クラブの
中学生以上 1チーム6,000円 8/29
㈬までに、所定の振込用紙で 松戸市ソ
フトテニス連盟・藤井☎090－4014－
9753
◆東松島ボランティアバスツアー
9/28㈮ 要問い合わせ 東日本大

震災の被災地・被災者の支援に関心があ
る人 電話で認定NPOたすけあいの会
ふれあいネットまつど事務局☎710－
7450へ

◆朗読和
なご

み
第2・4㈭㈮13時15分～14時45
分 市民会館 月2,500円 1,000円
長沼☎387－6630

◆松戸ヨーガサークル
月4回㈪13時15分～14時45分

まつど市民活動サポートセンター 月
2,000円 1,000円 佐々木☎090－
9362－4516
◆マーメイドスイミングクラブ
第2・4㈫①14時 45分②15時 40

分（各40分） ふれあい22温水プー
ル 3 歳～小学生の障害児と保護者
月5,500円 1,000円 蒔

まき

野
の

☎090
－8344－3411
◆みのり台フラ・サークル
月3回㈯10時～11時30分 稔台

市民センター 月3,500 円 小山☎
090－8315－8136
◆健康麻雀 恵

めぐみ

会
かい

㈪～㈮9時～16時 八柱ビル2階
（JR新八柱駅下車） 1日1,000円 工
藤☎386－4814
◆松戸 21RC（ランニング）
㈯㈰㈷9時～12時 21世紀の森と

広場南口付近 年1,000円 遠藤☎
080－1197－3511
◆五香民謡愛好会
月3回㈰ 13時～16時 五香市民

センター 年5,000円 横田☎385－
3945
◆つまみ画サークル
第2・4㈫ 9時～12時 矢切公民館
月3,000円 福島☎090－7253－

1384
◆ストレッチ・ヨーガ
㈭10時～11時30分 馬橋東市民

センター 月2,500円 1,000円 大
川☎341－5541（17時以降）
◆ストレッチ・ヨーガ
㈬9時30分～11時 運動公園小体

育室 月2,000円 1,000円 伊東☎
070－5541－9369
◆和装サークル（着物の着付け）
月1～2回㈮10時～12時 東部ス

ポーツパーク 1回1,000円 中林☎
090－8519－2456

●社交ダンスサークルこぶし会
㈯15時～17時 五香市民センター
月3,000円 1,000円 木村☎080

－5485－2486（昼間のみ）
●日本画サークル紅

こう

彩
さい

会
第1～4㈮13時～17時 矢切公民

館 月5,000円 渡辺☎384－4615
●カトレア ソシアルダンス研究会
㈬19時～ 21時 新松戸市民セン

ター 男女ペア 月3,500円 1,000
円 池田☎090－4524－9300
●あきら社交ダンスサークル
㈫19時～20時45分 明市民セン

ター 月3,500円 1,000円 影山☎
362－8787
●若草会（社交ダンス）
㈮15時～17時 馬橋市民センター
初級・中級者 月3,000円 天

あま

海
がい

☎
080－5699－7918
●フレンズ（バレーボール）
㈮19時30分～21時 小金中学校

体育館 年500円 500円 川合☎
090－6495－1879
●ウイングス（バドミントン）
㈬㈮ 9時～13時 常盤平体育館
女性 月2,000円 伊藤☎090－

4848－4510
●花の会（太極拳）
㈪10時～12時 運動公園武道館

他 月2,500円 和
わ

久
く

☎080－5497
－9825
●松戸市早朝テニスクラブ
毎日7時～ 9時〔雨天中止〕 栗

ケ沢公園庭球場他 先着10人 年
28,000円 3,000円 西田☎090－
1655－9750
●古希松戸シニアスターズ（軟式野球）
㈬㈮13時～17時 金ケ作公園

69歳以上 先着10人 年15,000円
古
ふる

島
しま

☎070－6569－7515
◆全日本写真連盟松戸支部
第4㈯17時～19時 馬橋市民セン
ター 月1,500円、年5,000円 500
円 木村☎090－5796－3226
◆社会科歴史サークル
㈫14 時～16 時 新松戸市民セン

ター 月1,500円 小
お

室
むろ

☎346－7058

◆民謡合唱団コアラ
第1・3㈫12時～14時、第1・3㈯
14 時～16時 新松戸市民センター
他 月1,000 円 1,000 円 川崎☎
090－2231－7370
◆フレンドシップサークル（英会話）
月4回㈭14時～15時または15時

～16時 根本クラブ（松戸駅下車）
60歳以上 月3,000円 1,000円
倉持☎362－9393
◆クローバー押

おし

花
ばな

第2㈬9時～12時 市民会館 月
2,100円 市川☎364－7132
◆花スケッチ・日本画の会
第2～4㈮13時～15時 小金市民

センター 月3,000円 吉岡☎090－
4072－5625
◆戸定邸松

まつ

風
かぜ

会
かい

（香道）
第1㈭10時～12時 戸定が丘歴史

公園内松雲亭 月3,500円 野口
389－2768
◆千葉岳

がく

風
ふう

会
かい

 吟
ぎん

柊
しゅう

会
かい

（詩吟）
第2・4㈪ 13時～16時 馬橋東市

民センター 宇田川☎345－0884
◆三

さん

線
しん

の会松戸（沖縄三味線と歌）
月2回㈮ 13時～ 15時 二十世紀

が丘市民センター 月2,500円 井上
☎090－9209－2642
◆歌

うた

王
おう

会
かい

（新曲歌唱指導）
第2・4㈫13時～17時 歌謡スタ
ジオ歌

か

練
れん

（馬橋駅下車） 1回1,200
円 1,000 円 小宮☎ 344 － 6614
（19時～21時）
◆朗読の会ラズベリー
第4㈯13時30分～15時 家庭文

庫ピッピ（新京成松戸新田駅下車）
月800円 1,000円 足立☎368－
5334
◆青田果

か

林
りん

ダンスサークル（社交ダ
ンス）
㈭17時～19時 新松戸市民セン

ター 月3,000円 1,000円 加藤☎
090－1849－2930
◆松戸碁

ご

友
ゆう

会
かい

（囲碁）
㈫㈭㈯12時～17時 市民会館

60歳以上 年12,000 円 5,000円
吉田☎090－2456－7021

◆ナツメロ継唱会
第1・3・5㈫ 13時～ 17時 歌謡

スタジオ歌
か

練
れん

（馬橋駅下車） 1回1,200
円、年1,000円 東

あずま

☎362－5345（午
前のみ）
◆松戸山の会「峠」
月1回（時間未定） ゆうまつど 年

6,000円 1,000円 山本☎384－9345
◆はづき会（民謡・三味線・唄）
㈯13時～16時（予定） 六実高柳老

人福祉センター 西村☎386－6426
◆悠悠太極拳
第1・3㈪10時～12時 家庭文庫

ピッピ（新京成松戸新田駅下車） 月
1,800 円 1,000 円 足立☎ 368－
5334
◆新松戸気功太極拳サークル
㈯10時～11時 45分 新松戸市民
センター 月3,000円 1,000円 箕

みの

浦
うら

☎090－4362－5848
◆点字・拡大カレンダー作りの会は
なみずき
第1㈭10時～14時 馬橋東市民セ

ンター 藤森☎362－9067
◆まつどだっこんちぇると（ママさん
ブラスバンド）
平日（不定期）、㈯10時～12時 青

少年会館 1回100円 鈴木☎080
－5051－7559
◆男声コーラス‶アンクルーズ”
月2回（不定期、1回2時間） ゆう
まつど 月2,000円、1回1,000円
伊藤☎366－1522
◆奥

おく

谷
たに

ヨーガ
㈪10時～12時 勤労会館 月4,000

円 大宮☎080－6571－6454
◆ブラックガールズ（バスケットボール）
㈬13時～15時、第1・3㈮11時～13

時、第2・4㈮19時～21時 柿ノ木台
公園体育館他 月1,000円 五十嵐☎
090－8588－5525
◆イングリッシュワールド
㈭10時～12時 青少年会館 年

3,000円 2,000円 齊藤☎384－
5728

9月1日㈯から変更します。  現行 4時～21時　 変更後 6時30分～21時  問道路維持課☎366－7358
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ベトナム語での外国人相談が始まりました
　現在、松戸市には2,000人以上のベトナ
ム人が住んでいます。これを受けて、市はベ
トナム人の皆さんに住んでよかったと思って
もらえるよう、できることを考えています。
在住ベトナム人にとって暮らしやすい市を目
指して、ベトナム人の国際交流員を任用し
たり、ベトナム語版の生活ガイドブックや
情報サイト「Matsudo City International 
Portal」を開設したりと、さまざまな取り組
みをしています。
　その一環として、今年4月、新たにベトナ
ム語での外国人相談がスタートしました。
偶然にも、通訳の方は私の大学の時の恩師
です。お互いに新しい役割を担って日本で
会えることはうれしく、同時に驚きました。
先生と私が市内在住ベトナム人と市の懸け

Foreign Resident Support Desk in Vietnamese
With more than 2,000 Vietnamese people are living and studying in 
Matsudo City, the city government is always thinking ways to support 
them to have a comfortable living here. Matsudo City is on its way 
to make this place a more friendly place for Vietnamese people, 
putting constant efforts like employing Vietnamese Coordinator of 
International Relations, publishing Vietnamese version of “Guide to 
living in Matsudo City”, and making Vietnamese version of “Matsudo 
City International Portal”.
As part of these ongoing efforts, this April, the City Hall was pleased 
to announce the start of Vietnamese consultation support. And the 
interpreter is happened to be my teacher when I was in university! 
Having met my teacher in Japan, in a new position, I feel happy and 
quite supprised too. We came to Matsudo hoping to build bridges 
between the city and Vietnamese people who live here.
If you have troubles in daily life and need to be consulted, please 
come to Matsudo City Hall, main building level 2 (Public Enquiries 
Office) on every forth Friday of the month from 13:00 to 16:00. This 
support desk is completely free and open to all Vietnamese people 
who are living or working in Matsudo City. Don’t worry and let us know 
your problems. 

気軽に連絡してください！　Please contact us anytime!
mccir@city. matsudo.chiba. jp （English・Tiên g Viêt・日本語= OK !）
文化観光国際課☎366－7327

相談コーナーへお気軽にお立ち寄りください！

Matsudo City International Portal

国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

この頃は、ハッ！
 Here comes Ha!

Discover Matsudo's many charms with CIR Le Ngan Ha

橋になれたらと思います。
　日常生活で困ったことがありましたら、毎
月第4金曜の13時～16時の間に、市役所本
館2階にある相談コーナーに来てください。
この相談コーナーは無料で、市内在住・在勤
のベトナム人の方の相談をお待ちしていま
す。一人で悩まずに、まずは話をしてみませ
んか？

Hãy đến Góc tư vấn cho người nước 
ngoài bằng Tiếng Việt vào chiều Thứ 
Sáu tuần thứ 4 hàng tháng từ 13:00 đến 
16:00 tại tầng 2 Honkan Toà thị chính 
thành phố bạn nhé!

松戸でただ一人の
茅葺職人

茅
かや

葺
ぶき

職人 竹
たけ

村
むら

　欣
きん

一
いち

さん
　16歳で修業を始め、農業を営みながら65年間、茅葺職人として歩んでき
た竹村さん。この道に入ったきっかけは、自宅の茅葺屋根を直しに来た親
方の働きぶりに魅力を感じたからだと振り返ります。住み込みの弟子として
数年間修業してから、独り立ち。当時、周辺の民家の茅葺屋根の補修に数
多く携わったそうです。長いキャリアの中で、市内では「旧齋藤邸」の主屋の
茅葺屋根や「戸定邸」の茅葺門など、歴史的な文化財も手掛けています。
　茅葺の材料は、ススキ・オギガヤ・ヨシ・チガヤ・スゲなどの植物。通気
性や断熱性に優れ、雨音が小さく、その茎には油分が含まれているので耐
水性が高いという特徴があります。屋根材として古くから日本各地で用い
られてきましたが、自然の素材をそのまま使っているため、定期的な手入
れが必要となります。
　その補修方法には「差し
替え」と「葺

ふ

き替え」の2通
りがあります。「差し替え」
は、屋根の傷んだ部分を取
り除いた後に、70センチ
～1メートルほどの長さに
切りそろえた新しい茅を差
し込んで復元する方法で
す。「葺き替え」は屋根全
体を新しい茅に取り替える
方法で、長い茅と短い茅を重ね合わせ、根本を切りそろえてから固定して
いきます。差し替えでは対応し切れなくなったときや、屋根の内側まで傷ん
だときに行われ、約60年に一度というとても大掛かりな作業となるため、
大きい屋根の場合には3カ月かかることもあるそうです。「昔は図面がなか
ったので、葺き替える前の屋根の姿を覚えておいて、それを経験と勘で再現
していきました」と、大変な苦労があったにもかかわらず、それを感じさせな
い笑顔で教えてくれました。
　時は流れ、茅葺屋根の民家は少なくなりました。しかし、81歳になった
今でも、その腕を見込まれて、市内だけではなく埼玉・栃木・群馬・長野と
あちこちから仕事の声が掛かります。「これまでいろいろな場所に行って仕
事をし、たくさんの人と出会いました。何十年たってからも仕事で呼んでも
らえて、また会える。それがありがたいですし、うれしいですね」と、周囲へ
の感謝と喜びを語ります。
　かつては多くいた茅葺職人仲間も茅葺屋根と共に減り、市内では竹村さ
んただ一人。「直す職人がいなくなれば、瓦などに替えることになるので茅
葺がなくなってしまう。それは寂しいですから、体が丈夫な限りは続けてい
きたいですね」と、穏やかながらも力強く話してくれました。

竹村さんが葺き替えた茅葺屋根

哲
てつ

夫
お

さん・沙
さ

織
おり

さん

幸せアルバム

新婚カップル（2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ（本人のみ）、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の

有無・生年月・電話番号・コメント50文字以内・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、〒271
－8588 松戸市役所　広報広聴課 mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

これまで、
お世話になった方々への
感謝を忘れずに、
笑顔の絶えない、
穏やかな家庭を
築いてまいります♪

　　♥　★　♥　★　♥　　

いよいよ9月！
羽田空港まで高速バスが走ります

新松戸駅～松戸駅～羽田空港
　東京外かく環状道路（三郷南IC～高谷JCT間）の開通に伴い、市内と羽
田空港を結ぶ高速バスが運行を開始します。東松戸駅からの鉄道に加え、
市内から羽田空港までのアクセスがますます便利になります。
運行開始日9月1日㈯予定
運行経路新松戸駅西口～松戸駅西口～（外環道経由）～羽田空港
※新松戸駅西口発は始発と次発の2便、新松戸駅西口行きは終発と終発前
の2便。他の便は松戸駅西口発着。
所要時間
新松戸駅西口～羽田空港間約90分
松戸駅西口～羽田空港間約60分
運賃片道1,300 円（小学生650円）
運行回数
市内→羽田空港1日5便　
羽田空港→市内1日6便
運行会社
京成バス、松戸新京成バス、京浜急行バス
※認可申請中のため、運行開始日等は変更となる場合があります。ご利用
の際は、各社ホームページでご確認ください。
交通政策課☎704－3996

国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

新松戸駅

東松戸駅

松戸駅

羽田空港

成田空港

松戸市安全安心情報市の公式ホームページ
右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

緊急重要情報のメール配信を
行っています。サービスの利用
は登録が必要です（QRコードか
ら登録できます）。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2018.8.15
（平成30年）

8 広報まつどは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。


